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１．平成１８年９月期の業績（平成１７年１０月１日～平成１８年９月３０日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月期 23,523 (△9.0) 267 (13.5) 184 (15.0)

17年9月期 25,848 (△2.4) 235 (198.6) 160 (1,166.6)

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年9月期 △215 (     －) △26 97  － △7.9 1.0 0.8

17年9月期 212 (     －) 26 63  － 7.9 0.8 0.6

（注）①期中平均株式数 18年9月期 7,983,863株 17年9月期 7,986,369株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月期 18,152 2,600 14.3 325 66

17年9月期 19,428 2,829 14.6 354 41

（注）①期末発行済株式数 18年9月期 7,983,863株 17年9月期 7,983,863株

 ②期末自己株式数 18年9月期 692,637株 17年9月期 692,637株

２．平成１９年９月期の業績（平成１８年１０月１日～平成１９年９月３０日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

中間期 12,000  50  20  

通　期 24,000  200  100  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）   12円 53銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年9月期 － － － 3.0 － 3.0 23 11.3 0.8

18年9月期 － － － 3.0 － 3.0 23 △11.1 0.9

19年9月期（予想） － － － 3.0 － 3.0    

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※2 870,189 608,147 △262,041

２．受取手形
※1※2

※7
3,247,240 3,089,318 △157,921

３．売掛金 ※1 4,772,438 5,006,068 233,630

４．商品 2,456,682 2,360,793 △95,889

５．製品 149,656 160,164 10,508

６．原材料 197,418 170,229 △27,189

７．仕掛品 717 783 65

８．半成工事 671,867 69,339 △602,527

９．前払費用 84,445 70,330 △14,115

10．繰延税金資産 149,998 364,413 214,415

11．短期貸付金 ※1 902,282 668,572 △233,710

12．未収金 1,770,560 2,021,765 251,204

13．その他 11,285 4,894 △6,391

14．貸倒引当金 △120,000 △536,000 △416,000

流動資産合計 15,164,783 78.1 14,058,821 77.4 △1,105,962

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※2 1,757,176 1,755,026

減価償却累計額 847,978 909,197 905,534 849,492 △59,705

(2）構築物 294,099 294,099

減価償却累計額 170,682 123,417 180,403 113,696 △9,720

(3）機械及び装置 547,484 578,113

減価償却累計額 407,734 139,749 431,737 146,375 6,626

(4）車輌及び運搬具 52,048 41,521

減価償却累計額 48,272 3,776 39,118 2,403 △1,373

(5）器具及び備品 961,811 979,427

減価償却累計額 866,439 95,371 891,423 88,003 △7,367

(6）土地 ※2 1,732,042 1,731,148 △894

有形固定資産合計 3,003,555 15.4 2,931,119 16.2 △72,435
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1）特許権 13,267 8,542 △4,725

(2）商標権 75 75 －

(3）ソフトウェア 260,864 225,288 △35,576

(4）その他 16,211 15,039 △1,172

無形固定資産合計 290,418 1.5 248,945 1.4 △41,473

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2 488,558 504,094 15,536

(2）関係会社株式 240,333 185,967 △54,366

(3）出資金 52,585 52,575 △10

(4）長期貸付金 － 20,940 20,940

(5）関係会社長期貸付
金

48,559 31,743 △16,816

(6）更生債権等 285,946 309,914 23,967

(7）長期前払費用 3,791 387 △3,404

(8）差入保証金 98,194 93,167 △5,027

(9）投資損失引当金 － △56,000 △56,000

 (10）貸倒引当金 △248,000 △229,000 19,000

投資その他の資産合
計

969,970 5.0 913,790 5.0 △56,180

固定資産合計 4,263,944 21.9 4,093,855 22.6 △170,089

資産合計 19,428,728 100.0 18,152,676 100.0 △1,276,051
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形
※1
※7

3,308,325 2,829,918 △478,407

２．買掛金 ※1 4,148,908 4,329,844 180,936

３．短期借入金 ※2 5,997,875 4,478,000 △1,519,875

４．一年以内返済予定長
期借入金

※2 159,996 254,181 94,185

５．未払金   286,633   229,187  △57,445

６．未払費用 74,482 84,614 △10,132

７．未払法人税等 35,933 26,941 △8,992

８．未払消費税等 104,395 91,355 △13,040

９．前受金 192,246 51,631 △140,614

10．預り金 19,403 47,185 27,781

11．賞与引当金 80,000 74,000 △6,000

12．その他 4,170 1,063 △3,106

流動負債合計 14,412,370 74.2 12,497,924 68.8 △1,914,446

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  368,348 1,222,500 854,152

２．繰延税金負債  89,885 138,630 48,744

３．役員退職慰労引当金 14,702 15,951 1,248

４．退職給付引当金 977,383 954,227 △23,155

５．預り保証金 736,487 723,431 △13,055

固定負債合計 2,186,806 11.2 3,054,740 16.8 867,933

負債合計 16,599,177 85.4 15,552,664 85.6 △1,046,512
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  ※3 915,825 4.7 － － △915,825

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 703,055 －

資本剰余金合計 703,055 3.6 － － △703,055

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 135,000   －    

２．任意積立金

(1) 固定資産圧縮積立
金

585,236   －    

(2) 特別償却積立金 97,196  －   

(3) 別途積立金 130,000  －   

３．当期未処分利益 226,028   －    

利益剰余金合計 1,173,461 6.0 － － △1,173,461

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

108,902 0.6 － － △108,902

Ⅴ　自己株式  ※4 △71,693 △0.3 － － 71,693

資本合計 2,829,551 14.6 － － △2,829,551

負債・資本合計 19,428,728 100.0 － － △19,428,728
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）  

Ⅰ株主資本  

１　資本金  ※3 － － 915,825 5.0 915,825

２　資本剰余金      

(1) 資本準備金 －   703,055    

 資本剰余金合計 － － 703,055 3.8 703,055

３　利益剰余金     

(1) 利益準備金 －  135,000   

(2)その他利益剰余金    

(a) 固定資産圧縮積立
金

－  574,433   

(b) 特別償却積立金 －  87,304   

(c) 別途積立金 －  280,000   

　(d) 繰越利益剰余金 －  △142,567   

　　利益剰余金合計  － －  934,170 5.1 934,170

４　自己株式  ※4 － － △71,693 △0.4 △71,693

株主資本合計 － － 2,481,357 13.7 2,481,357

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価
差額金

 － －  119,288 0.7  

２．繰延ヘッジ損益  － －  △633 △0.0  

　評価・換算差額合計 － － 118,655 0.7 118,655

純資産合計 － － 2,600,012 14.4 2,600,012

負債純資産合計 － － 18,152,676 100.0 18,152,676
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．商品売上高 24,357,271 21,998,479  

２．製品売上高 1,491,407 25,848,679 100.0 1,524,936 23,523,415 100.0 △2,325,263

Ⅱ　売上原価  

１．商品・製品期首たな卸
高

2,534,203 2,600,997  

２．当期商品仕入高 21,511,444 19,150,945  

３．当期製品製造原価 1,197,897 1,215,534  

合計 25,243,545 22,967,476  

４．他勘定振替高 ※1 173 24  

５．商品・製品期末たな卸
高

2,600,997 22,642,374 87.6 2,520,958 20,446,494 86.9 △2,195,880

売上総利益 3,206,304 12.4 3,076,921 13.1 △129,383

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．運賃及び諸掛 410,383 346,907  

２．貸倒引当金繰入額 － 10,082  

３．役員報酬 49,092 51,660  

４．従業員給与手当 1,090,103 1,055,214  

５．賞与引当金繰入額 76,528 70,793  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

4,083 4,865  

７．退職給付費用 77,989 60,614  

８．福利厚生費 188,985 179,986  

９．旅費交通費 179,168 166,097  

10．賃借料 203,998 193,475  

11．減価償却費 152,149 152,962  

12．その他 538,518 2,971,001 11.5 517,089 2,809,748 12.0 △161,253

営業利益 235,302 0.9 267,172 1.1 21,787
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※2 19,335 13,771  

２．受取配当金 ※2 6,582 8,951  

３．投資有価証券売却益 13,010 3,556  

４．仕入割引 15,182 10,440  

５．関係会社賃貸収入 9,281 6,591  

６．雑収入 6,338 69,731 0.3 5,927 49,240 0.2 △20,491

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 98,168 96,899  

２．手形売却損 32,591 22,248  

３．雑損失 13,641 144,402 0.6 12,476 131,624 0.5 △12,777

　経常利益 160,632 0.6 184,787 0.8 24,155

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※3 147,675 －  

２．退職給付引当金戻入益  71,046 218,721 0.8 －   △218,721

Ⅶ　特別損失  

１．貸倒引当金繰入損  － 446,673  

２．事業撤退損 ※4 141,889 80,181  

３．子会社整理損  － 24,493  

４．その他  ※5 8,441 150,331 0.5 4,087 555,436 2.3 405,104

税引前当期純利益又は税引

前当期純損失（△）
229,023 0.9 △370,648 △1.5 △599,671

法人税、住民税及び事
業税

20,000 17,000  

法人税等調整額 △3,638 16,361 0.1 △172,308 △155,308 △0.6 △171,670

当期純利益又は当期純
損失（△）

212,661 0.8 △215,339 △0.9 △428,001

前期繰越利益 13,366 － △13,366

当期未処分利益 226,028 － △226,028
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 897,264 74.9 907,926 74.7 10,662

Ⅱ　労務費 ※1 121,791 10.2 137,222 11.3 15,430

Ⅲ　経費  

減価償却費 71,109 71,703 593

その他 107,605 98,747 △8,858

計 178,715 14.9 170,451 14.0 △8,264

当期総製造費用 1,197,772 100.0 1,215,600 100.0 17,828

期首仕掛品たな卸高 842 717 △125

期末仕掛品たな卸高 717 783 65

当期製品製造原価 1,197,897 1,215,534 17,637

 

　（注）１．※１労務費のうち賞与引当金繰入額及び退職給付費用は、それぞれ次のとおりであります。

第68期 第69期

賞与引当金繰入額 3,472千円 3,207千円

退職給付費用 2,140千円 2,540千円

２．原価計算の方法は、総合原価計算を採用しております。
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(3) 利益処分計算書

前事業年度
（平成17年９月期）

当事業年度
（平成18年９月期）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 226,028 － △226,028

Ⅱ　任意積立金取崩額  

1.別途積立金取崩額 －  －   

2.固定資産圧縮積立金取崩額 10,803  －   

3.特別償却積立金取崩額 19,439 30,242 － － △30,242

合計 256,271 － △256,271

Ⅲ　利益処分額  

1.配当金 23,951  －   

2.任意積立金      

　(1)特別償却積立金 9,547  －   

　(2)別途積立金 150,000 183,499 － － △183,499

Ⅳ　次期繰越利益 72,772 － △72,772

 

－ 38 －



(4)株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計別途積立

金

固定資産
圧縮積立
金

特別償却
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年9月30日残高 915,825 703,055 135,000 130,000 585,236 97,196 226,028 1,173,461

事業年度中の変動額

別途積立金の積立   150,000 △150,000 －

固定資産圧縮積立金の取
崩

△10,803 10,803 －

特別償却積立金の積立 9,547 △9,457 －

特別償却積立金の取崩 △19,439 19,439 －

剰余金の配当  △23,951 △23,951

当期純損失  △215,339 △215,339

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－

事業年度中の変動額合計 － － － 150,000 △10,803 △9,891 △368,596 △368,596

平成18年9月30日残高 915,825 703,055 135,000 280,000 574,433 87,304 △142,567 934,170

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算
差額等合計

平成17年9月30日残高 △71,693 2,720,648 108,902 － 108,902 2,829,551

事業年度中の変動額

別途積立金の積立  － －

固定資産圧縮積立金の取
崩

－ －

特別償却積立金の積立 － －

特別償却積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △23,951 △23,951

当期純損失 △215,339 △215,339

株主資本以外の
項目の事業年度中の変動
額(純額)

－ 10,385 △633 9,752 9,752

事業年度中の変動額合計 － △239,291 10,385 △633 9,752 △229,538

平成18年9月30日残高 △71,693 2,481,357 119,288 △633 118,655 2,600,012
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式および関係会社株式

移動平均法による原価法

(1) 関係会社株式

同左

(2) その他有価証券

ａ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

(2) その他有価証券

ａ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

ｂ．時価のないもの

移動平均法による原価法

ｂ．時価のないもの

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法

 

同左

 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品、製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法

(1) 商品、製品、原材料、仕掛品

同左

(2) 半成工事

個別法による原価法

(2) 半成工事

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、つくば工場・九州支

店加工課及び平成10年４月１日以降に

取得した建物については定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　　　　　３年～60年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法

(3) 長期前払費用

同左

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については、過去の一定期間

における貸倒実績をもとに算出した貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別の回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2)   ──────

 

(2) 投資損失引当金

関係会社に対する投資損失に備える

ため、当該関係会社の財政状態及び

回復可能性等を勘案し、損失見込額

を計上していおります。
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(3) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、賞

与支給見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、計上しておりま

す。

数理計算上の差異については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法に

より翌事業年度から費用処理すること

としております。

過去勤務債務については、その発生時

に一括して費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

 　原則として繰延ヘッジを採用してお

ります。

　なお、金利スワップについて、特例

処理の条件を満たしている場合には、

特例処理を採用しております。

同左

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　ヘッジ手段--金利スワップ

　　ヘッジ対象--金利の変動する借入金

　　　　　　　（ＡＢＣＰ含む）

同左

 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針

 　デリバティブ取引は、金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投

機的な取引は行なわない方針でありま

す。

同左

 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法

 　ヘッジ対象のキャッシュフロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュフ

ロー変動の累計を半期毎に比較し、両

者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有

効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利

スワップについては有効性の評価を省

略しております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

 消費税等の会計処理方法

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────── 　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。

　これにより、税金等調整前当期純損失は894千円増加し

ております。

────── 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,600,645千

円であります。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　（外形標準課税）

　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い当事業年度より同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割13,000千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１．関係会社に対する資産・負債 ※１．関係会社に対する資産・負債

受取手形 782,641千円

売掛金 430,480

短期貸付金 852,586

支払手形 591

買掛金 152,761

受取手形 616,213千円

売掛金 448,052

短期貸付金 585,000

支払手形 624

買掛金 56,838

※２．担保に供している資産と、これに対応する債務は、

次のとおりであります。

※２．担保に供している資産と、これに対応する債務は、

次のとおりであります。

担保提供資産 対応債務

区分 金額（千円） 区分 金額（千円）

 受取手形 160,049  短期借入金 －

  計 －

定期預金 200,000

取引の保証として差入れてお
ります。

受取手形 100,278

投資有価
証券

216,086

建物 811,472

土地 1,695,880

計 3,183,767 －

担保提供資産 対応債務

区分 金額（千円） 区分 金額（千円）

 受取手形 160,296  短期借入金 －

  計 －

定期預金 200,000

取引の保証として差入れてお
ります。

受取手形 100,004

投資有価
証券

220,400

建物 765,447

土地 1,695,880

計 3,142,029 －

※３．発行する株式及び発行済株式総数 ※３．発行する株式及び発行済株式総数

授権株式数(普通株式） 31,500,000株

発行済株式数(普通株式） 8,676,500  

授権株式数(普通株式） 31,500,000株

発行済株式数(普通株式） 8,676,500  

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることができる旨定款で

定めております。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

　　　692,637株であります。

　ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることができる旨定款で

定めております。

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

　　　692,637株であります。
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

　５．偶発債務

下記の会社の金融機関借入金について債務保証を行

なっております。

　５．偶発債務

下記の会社の金融機関借入金について債務保証を行

なっております。

保証先 保証額（千円）

協伸㈱ 310,000

太海プラスチック㈱ 133,256

興洋施設㈱ 60,000

計 503,256

保証先 保証額（千円）

協伸㈱ 300,000

興洋施設㈱ 125,000

計 425,000

６．受取手形割引高 615,243千円 ６．受取手形割引高 510,109千円

 ※７．決算期末日満期手形の会計処理

  ──────

 ※７．決算期末日満期手形の会計処理

　　　当事業年度末日は金融機関の休日でありましたが満

　　　期日に決済がおこなわれたものとして処理しており

　　　す。

　　　当事業年度末日満期手形は次のとおりであります。

　　　受取手形 498,133千円

　　　支払手形 689,232 

 　８．配当制限

商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を

付したことにより、増加した純資産額は108,902千

円であります。

 　８．配当制限

  ──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．見本費等への振替高であります。 ※１．見本費等への振替高であります。

※２．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

※２．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりであります。

受取利息 12,399千円

受取配当金 900

受取利息 4,569千円

受取配当金 3,390

※３．固定資産売却益の主たる内訳は、次のとおりであり

ます。

※３．             ──────

土地 145,430千円

建物 2,127 

※４．青果物流通事業撤退に伴い発生した損失であり、貸

倒引当金繰入損及び固定資産除却損であります。

※４．当社のホームセンター向け事業撤退に伴い発生した

損失であり、たな卸資産整理損及び固定資産売却損

であります。

※５．             ────── ※５．当社は、以下の資産について、減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所 金額

遊休資産 土地 栃木県那須塩原市 894千円

　資産のグルーピングについては、原則として事業所別に

グループ化し、遊休資産については、物件ごとの区分に基

づいております。

　上記の資産については、遊休資産となっていたため帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に

計上しました。

　なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額より測定し

ており、路線価等を勘案した合理的な価額で評価しており

ます。

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度株式数
（株）

当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度株式数

（株）

自己株式

普通株式 692,637 － － 692,637

合計 692,637 － － 692,637

－ 46 －



①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物 12,720 11,660 1,060

機械及び装置 119,388 74,158 45,229

車輌及び運搬
具

20,214 13,641 6,572

器具及び備品 37,489 29,201 8,288

合計 189,811 128,661 61,150

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 82,518 57,705 24,812

車輌及び運搬
具

16,608 11,219 5,388

器具及び備品 10,303 5,336 4,967

合計 109,429 74,261 35,168

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 28,024千円

１年超 33,125 

　合計 61,150 

１年内 18,350千円

１年超 16,817 

　合計 35,168 

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 38,869千円

減価償却費相当額 38,869 

支払リース料 28,686千円

減価償却費相当額 28,686 

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

②　有価証券

　前事業年度（平成17年9月30日現在）及び当事業年度（平成18年9月30日現在）における子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。
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③　税効果会計

前事業年度（平成17年９月30日） 当事業年度（平成18年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

税法上の繰越欠損金 81,000千円

貸倒引当金 59,616 

賞与引当金 32,400 

その他 19,101

小計 192,118

評価性引当額 △42,120

合計 149,998

貸倒引当金 231,830千円

税法上の繰越欠損金 85,511 

賞与引当金 29,970 

その他 17,101

合計 364,413

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 379,443千円

貸倒引当金 81,739

税法上の繰越欠損金 60,316

その他 17,730

小計 539,230

評価性引当額 △94,976

合計 444,253

退職給付引当金 386,462千円

貸倒引当金 95,307

その他 18,087

小計 499,856

評価性引当額 △110,101

合計 389,755

繰延税金負債（固定） 繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮積立金 400,239千円

特別償却積立金 59,425 

その他 74,473 

合計 534,139

固定資産圧縮積立金 392,341千円

その他有価証券評価差額金 81,332 

特別償却積立金 54,711 

合計 528,385

繰延税金負債（固定）の純額 89,885千円 繰延税金負債（固定）の純額 138,630千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

評価性引当額減少額 △44.2 

住民税均等割額 8.7 

その他 2.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.1％

法定実効税率 40.5％

評価性引当額減少額 7.3 

住民税均等割額 △4.6 

その他 △1.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額（円） 354.41

１株当たり当期純利益金額（円） 26.63

１株当たり純資産額（円） 325.66

１株当たり当期純損失金額（円） 26.97

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

当事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当期純利益（千円） 212,661 △215,339

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 212,661 △215,339

期中平均株式数（株） 7,986,369 7,983,863

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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７．役員の異動

（1）代表者の異動

     該当事項はありません。

（2）その他の役員の異動（平成１８年１２月２２日付）

    ①新任監査役候補         土　肥　　伸　行　　（現：三菱化学㈱　機能資材事業部　事業部長）

　　

　 ②退任予定監査役          千　葉　　　　覚　　（現：三菱化学㈱　機能資材事業部　副事業部長）　　　　　
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